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 枯山水庭園に間接的に見立てられた大自然の仮想イメージが庭園の印象に与える影響 

  
Effect of Wilderness Virtual Image Symbolically Expressed on Impression in Japanese Rock 
Gardens 
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Shogo MIZUKAMI * 
 
 

It was attempted to search characteristic of landscape elements in Japanese rock gardens. It was surveyed visitor's 
impression for gardens. We focus attention on greenery, white sand and rocks as a landscape element. The 
relationship between the landscape element and the impression in gardens was explored. We collected text data that 
visitor imagine from scene of garden and analyzed text-mining approach. As the result, it was found that resident 
recognize not only environment by direct perception but also imaginative area. It was considered that wilderness 
virtual image symbolically expressed reflect on naturalness. The results show that perception inclusive of virtually 
environment is important for assessment of environment and environment equipment.  
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1. 研究の背景と目的 

* 水上象吾 正会員・佛教大学社会学部公共政策学科 Department of Public Policy, School of Sociology, Bukkyo 
University  

 人工化の進む都市空間では自然とのふれあいが求めら

れているが、空間的制約の厳しい都市的土地利用におい

ては水や緑などの自然要素を確保することは困難である。 

限られた空間内で自然を享受する造園技法として、人為

的な空間内に自然らしさを象徴する手法がある。例えば

盆栽や枯山水庭園などに見られ、限られた空間内に大自

然を見立てるものである。盆栽は、草木を鉢器に植えて

鑑賞する趣味であるが、自然の風景を模して造形するの

が基本であり、自然の姿を映し出し鑑賞者に環境を想像

させる楽しみ方もある。枯山水庭園は、水以外の材料配

置で水源や水流をなぞらえる造形をしているが水そのも

のは取り入れない形式を持つ（鈴木, 1998）11)。空間の特

徴としては、借景等の手法と組み合わされることはある

ものの、周辺環境との連続性は弱く、囲い込まれた狭い

空間内で完結するという特徴を持つ。庭園の様式として

は、装飾性が弱く、景観構成要素がシンプルな構成とな

っている等の特徴があげられる。 

丹羽（1940）14)は、日本庭園を整形庭園、風景庭園、寫

意庭園の三類に大別し、寫意庭園をさらに枯山水、吉祥

庭園の二形式に類別している。寫意庭園とは、作庭者の

意想が意匠により表現せられ、鑑賞者が具体的に展開さ

れる景観を超えてある想像の境地に導入される庭園であ

ると述べている。したがって、寫意庭園は鑑賞者に意匠

を理解する素養を要求するという。枯山水庭園はその寫

意庭園の一種として分類され、「水を用ひずして、飛泉・

渓流・池沼・湖海を彷彿たらしめ、猫額掌大の地を以て、

よく、大自然を縹渺たらしむることともなる」とし、「水

を使用せずして、瀑布・水流・池沼・湖海の風趣を感ぜ

しむる様、工夫せられたる庭園である。」と述べている。 

 枯山水庭園は、草木や水域を積極的に用いることなく、

石組みや白砂により空間内には存在しない山や川、また

大海の波の打ち寄せる様などが表現されており、大自然

を人為的な空間内に凝縮しているといえる。石組みによ

り見立てられた山は、実際の山の大きさや樹木の存在を

省きながらも、石の傾斜、肌理、輪郭線や苔の有無によ

って、山の存在や荘厳な環境状況を表現している。この

見立ては、大自然の形態等の特徴を抽象化し、直接環境

から得られる知覚情報に加えて、そこに意味を見出す人

間の認識により間接的に見立てられた自然は、人々が主

体的に「想像」することで認識されていると考えられる。 

稲上（2013）3)によれば、環境による包囲の度合いが大き

くなるほど評価が高くなるという関係があるものの、枯

山水庭園は物理的な空間が限られていても鑑賞者は広大

な風景を感じることで印象を向上させる可能性があると

いう。 

 枯山水庭園の鑑賞から誘発される想像は見立てられた

大自然だけではなく、「枯山水は荒涼とした否定態の単純

形態を帯びることによる無想の自己の探求が目的とされ

ている。」（岡田,他, 1997）9)と記されるように、自己の内

に向かう性格も持している。 

枯山水という用語は、わび、さび、さらに幽玄、余情

などという日本人的心情にかかわる用語として活用され

ている（木村, 1986）4)。日本人と外国人の日本庭園に対

する認識を調査した研究によれば、理解度も感覚的イメ

ージもほぼ同様であるとの報告や（鈴木,他, 1995）12)、わ

び・さびに通じる陰影感・静寂感に差異があることを示

した研究もある（鈴木,他, 1989）13)。石を用いてつくられ
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 た形態としての枯山水の源流という点にかぎって言えば、

東アジアにおいてかつて共通の庭園文化があったと考え

られることから日本独自のものであるとはいいがたいと

のことであり（外村, 1992）10)、大正から昭和時代前期に

かけては「枯山水」の用語は一般化していなかったよう

だが（鈴木, 1998）11)、庭園の様式によって表現される山

水思想や禅とのかかわりにより精神性の高い概念の庭と

いう認識がなされている傾向が日本のわび・さびに通じ

るものと考えられる。 

庭園の写真の視点場については、庭園を眺望する縁側

（縁側が存在しない場合は庭園に隣接する屋内）の中央

位置とした。正座した際の視線高として約90cmの高さに

て、庭園の全体が 1 枚の写真に収まるよう画角を調整し

パノラマ写真を撮影した。 

 撮影した写真内の景観要素については、緑、白砂、石

組の3種類に分類し画面内を占める面積を求め、3種類の

景観要素で100％となるよう面積の割合を算出した。緑に

ついては、樹木、草本、苔類などすべての種類の植物を

含め合算した。枯山水庭園の壁面で囲まれた緑なのか、

壁面の外に植栽された緑なのかの判別ができない庭園も

多く見られたため、視点場から庭園として鑑賞する際の

画角に見られる庭園内外の両方の緑を含めて測定した。

また、白砂にひかれた波紋の模様を判別した。模様の種

類は、白砂中に置かれた石組等から派生したように描か

れた波紋型、水流として描かれた直線型、曲線型の 3 種

類で波紋の描かれていない庭園も存在した。 

 以上より、枯山水庭園において抽象化された自然環境

等の印象を調べることは、直接知覚される環境だけでは

なく想像される環境認識が主にどのような因子により構

成されているかの特徴を明らかにすることができる。景

観要素の形態特性を把握し印象へのかかわりを検証する

ことで、美的評価や自然らしさをもたらす要素の特徴が

解明できる。 

 枯山水庭園は都市の狭い住宅においても日当たりの悪

さや水を使わずにつくれる利点があり、小住宅の場合で

もわずかな植木だけでつくられる枯山水の表現が小住宅

にふさわしいと新聞記事でも取り上げられている（朝日

新聞 1983 年「和風に帰る庭づくり せまい敷地に枯山

水」）1)。自然らしさの表現形式が明らかになれば、限ら

れた空間内で自然を享受する都市環境デザインへ応用す

るための基礎的知見となる。 
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【図-1】白砂の波紋模様の分類 

  本研究では、人々の枯山水庭園に対する印象の構造を

明らかにするため、景観要素の特徴を把握するとともに、

庭園の印象評価を行う。 

 

2-2. アンケート調査による印象評価 

 枯山水庭園の印象や鑑賞した際にどのようなイメージ

がなされるかを把握するためアンケート調査を行った。

対象とした庭園は、景観要素について調べた庭園の中か

ら、緑、白砂、石組の占有面積や波紋の違いが多様にな

るように選択し、かつ、調査票を確保するため一般観光

客の来訪が多く見込まれる庭園を選択した。南禅寺、高

台寺圓徳院、東福寺、盧山寺、建仁寺の 5 箇所の庭園を

対象とした。 

 枯山水庭園を対象とした研究としては、石組みの配置

に関する研究（宮,他, 2007）7)、景石の形状、斑模様、凸

凹に着目した研究（宮,他, 2003）8)、石の配置が庭の印象

へ与える影響（Miura, etc, 2011）6)、庭園の構成に関する

研究（江山, 1966）2)がある。また、グルーピングやゲシ

ュタルトの法則の影響を検討した研究（トンダハルト, 

2003）15)、室内からの鑑賞という観点から庭園構成の特徴

を明らかにした論文（真木, 他, 2012）5)、庭園の解釈や歴

史・由来に関する論文（木村, 1986）4)等がある。  庭園拝観者（観光客）280名に面接式にてアンケート調

査を行い、庭園の印象、自身の庭園に関する興味の度合

い、庭園を見てイメージすること・思うことを尋ねた。 

 本研究は、これらの既存研究を参考に景観要素に着目

し、緑、白砂、石組と印象との関係を明らかにする。ま

た、美的評価や自然らしさを規定する要因を検討し、想

像によってもたらされる大自然の仮想イメージの印象へ

の影響等を考察する。 

 印象については、庭園の景観について印象の特徴を把

握するに適当な尺度として 12 対の形容詞対を設定し SD

法による評価を行った。庭園の評価尺度は「美しさ（美

しい－美しくない）」とし、また、自然性の評価尺度を「自

然性（自然な－人工的な）」により測定した。庭園に関す

る興味の度合いは 5 段階の選択肢にて把握し、回答者の

性別、年齢（10 歳区分）を尋ねた。庭園のイメージに関

しては、自由記述による回答を得た。調査方法の概要を

表1に示す。 

 

2. 研究の方法 

2-1. 景観要素の占有面積の測定 

 京都市に立地する名勝指定等の著名な18の枯山水庭園

を対象とした。13 の寺院、龍安寺、妙心寺、大徳寺、南

禅寺、東福寺、泉涌寺、高台寺、本法寺、妙蓮寺、一乗

寺、詩仙堂、盧山寺、建仁寺における18の枯山水庭園の

写真を撮影した。 
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 【表-1】アンケート調査方法の概要 

 
調査対象：

枯山水庭園5箇所
（南禅寺、高台寺圓徳院、東福寺、盧山寺、建仁寺）

対象人数： 280人（庭園拝観者）
方法： 面接式アンケート

内容：
印象（SD法）庭園に関する興味・関心、性別、年齢、

庭園を見てイメージすること・思うこと  

回答者の男女比、および、年齢層を図2、図3に示す。 

 

男性
39.3%

女性
60.7%

 

【図-2】回答者の性別 

 

20歳代
30.2%

30歳代
21.2%

40歳代
13.7%

50歳代
22.7%

60歳代
9.0%

70歳以
上

1.4%

20歳未
満

1.8%

 
【図-3】回答者の年齢層 

 

2-3. 分析方法 

 分析は次の順で行う。まず、枯山水庭園の印象構造を

因子分析により明らかにする。印象構造を把握し、枯山

水庭園の美しさに関する評価、および、自然性の認識構

造を検討する。ついで、写真測定より得た景観要素の占

有面積とアンケート調査より得た印象との関係を調べ、

景観要素が印象に与える影響を検討する。また、属性に

よる印象の違いを明らかにする。各項目間の関係につい

ては、相関分析にて検討する。なお、相関分析はピアソ

ンの積算相関係数により算出する。本文および要約統計

表における有意水準の表示は、** P<.01、* P<.05とし、

数値は関係の強さを表す相関係数Rを示す。 

 庭を見てイメージすること、思うことについての自由

記述のデータは、テキストデータを分解し、その構造を

数量的に解析するテキストマイニングによる対応分析を

行い、自由記述の言及内容を考察した。本研究では、テ

キスト型データ解析ソフト「WordMiner ® Version1.150」

（日本電子計算（株））を用いて分析した。 

 自由記述により得られたテキストデータを単語へと分

割する分かち書きを行い、文章の構成要素を抽出するた

めに助詞、接続詞、記号や句読点などを除きキーワード

を抽出した。さらに構成要素をまとめるため、同種のキ

ーワードを統一するための置換を行った。例えば、枯山

水庭園内に存在する石組みについて同義を示す「岩」な

どの言いまわしは統一し、固有種名などは総称へ変換し、

「こころ」と「心」、「きれい」と「綺麗」等のひらがな・

漢字は置換した。 

 分かち書きにより得られた主なキーワードと景観要素

や印象との関係については、キーワードの頻出度との関

係を相関分析にて検討した。 

 

3. 分析結果 

3-1. 景観要素の占有率 

 枯山水庭園の景観要素について、緑、白砂、石組の 3

種類の占有率測定結果を示す。 
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【図-4】緑の割合と庭園数 
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【図-5】白砂の割合と庭園数 
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【図-6】石組の割合と庭園数 
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 緑に関しては、占有率の平均値は60.6％であるが、30％

未満の庭園から 90％以上の庭園まで幅広く存在した。敷

地面積の狭い庭園内には多くの緑を確保することは困難

であることからも、視野内に多く映る緑は、敷地外の樹

木や借景の山並みの一部であり、庭園外部の緑の有無が

庭園ごとの緑の割合に多様性をもたらしたと考えられる。

同様に、白砂の平均値は 32.7％であるが、10％未満の庭

園から 60％以上の庭園まで幅広く存在した。石組の割合

は平均値が6.7 %となる。緑と白砂に比べ占有面積は小さ

く、5％未満が 18 箇所中 8 箇所と多くを占めた。緑と白

砂が景観の背景や対象場となりえやすいのに対し石組は

主対象となりえやすく注視性が高いことや、視点場から

遠い庭園の奥方に石組みが設置されやすいことは景観面

積としては小さくなる傾向があるため、景観要素の占有

面積だけで評価するわけにもいかないが、3つの要素の占

有面積結果は以上となった。 

 

 景観要素の占有率の関係を相関分析にみると、緑の割

合が高い庭園は石組の割合も高い傾向が示され

（R=.582**）、逆に白砂が高い庭園は石組の割合が低い傾

向が示された（R=-.799**）。3 種類の景観要素を100％と

して算出しており、特に緑と白砂は共に対象場となりえ

やすいため当然の結果ではあるが、緑の割合が多い庭園

は白砂の割合が少ない傾向がある（R=-.954**）。 

 白砂にひかれた波紋の模様については、波紋型、直線

型、曲線型の 3 種類とも存在した庭園が 1 箇所、波紋型

と直線型の 2 種類が存在した庭園が 5 箇所、直線型と曲

線型の2種が存在する庭園が1箇所、波紋型と曲線型の2

種が存在する庭園が1箇所、直線型のみ存在する庭園が3

箇所、模様のない庭園が7箇所であった。 

 

3-2. 枯山水庭園の印象 

(1) 庭園の印象と評価 
 つぎに、枯山水庭園の印象構造を明らかにする。人々

はどのような点を評価しているのか、どのような印象が

自然性の認識に影響を与えているのかを検討する。SD法

により把握した12の各印象尺度により因子分析（主因子

法、バリマックス回転）を行い整理した（表2参照）。 

 分析の結果、第１因子は、「多様な－単純な」印象、「個

性的な－平凡な」印象が負荷量が高く、視覚的な形態の

違いによる印象が含まれるため『形態性因子』と解釈で

きる。第２因子は、新古、動的静的、日常性などの具体

的な形では捉えにくく親しみにかかわる印象が強いため

『親和性因子』と解釈した。第３因子は、優しさ厳しさ、

潤いや開放性といった尺度の負荷量が高い。大自然の景

観を仮想的に取り込んだ枯山水庭園に対して、自然の厳

しさやそこにはない水環境の潤い、そして限られた狭い

空間内とは異なる開放を感じられる広がりは、イマジネ

ーションを伴う知覚にかかわると考えられるため、『想像

性因子』と解釈した。第４因子は、視覚的に捉えられる

鮮やかさと洗練さといった質的評価にかかわる印象の負

荷量が高いため『デザイン性因子』とした。 

 

【表-2】庭園の印象についての因子分析結果 

因子1 因子2 因子3 因子4

形態性 親和性 想像性 デザイン性

多様性 0.706 0.186 0.072 0.033
個性 0.550 -0.133 0.001 0.239
新古 0.054 0.605 -0.114 -0.024

日常性 -0.199 0.442 0.312 -0.129
動的静的 0.115 0.549 0.156 0.064

優しさ厳しさ -0.010 0.027 0.657 0.063
潤い 0.363 0.000 0.464 0.247

開放性 0.331 0.208 0.356 0.075
鮮やかさ 0.155 0.194 0.153 0.525
洗練さ 0.086 -0.152 0.026 0.619

累積負荷量（％） 11.3 21.5 30.9 38.9

項目

 

 

 以上、枯山水庭園の印象構造として、視覚的判断にか

かわる因子および、そこから質的デザインとして評価さ

れる因子が抽出された。また、親しみに関する因子に加

えて、その場からは直接判断されてない想像性因子が抽

出された。これは、既存文献の整理により示された枯山

水庭園の特徴である間接的表現が印象構造に表れている

と捉えられる。つまり、枯山水庭園の場は、限られた空

間内であるにもかかわらず、そこから「無限大の広がり」

が表現されるが、印象尺度における「開放的－閉鎖的」

印象がその場にない空間の広がりとの関係を示している

のではないかと考えられる。また、枯山水庭園に敷き詰

められた白砂は実質的には乾いた景観要素であるものの、

潤いの印象が得られている。これも白砂から水域を想像

する観賞方法による結果であると示唆される。同様に、

枯山水庭園は景観構成要素がシンプルで白砂の白色、石

組の黒色というモノトーン調の景色が特徴であるが、「鮮

やかな－鮮やかでない」印象にみられるよう、実際の色

彩だけではない想像による景色の観賞が影響していると

考えられる。 

 つぎに、因子分析の結果得られた 4 因子を独立変数と

する重回帰分析を行った。従属変数を美しさ「美しい－

美しくない」印象とし、庭園の総合評価としてその構造

を検討した。 

 その結果、美しさの構造については、決定係数R2＝.366

のもとに有意であり、枯山水庭園の美しさの要因として

説明することができる。各因子の説明力を標準偏回帰係

数にみると、『デザイン性因子』は0.332、『形態性因子』

0.331と強い影響がみられた。 

 枯山水庭園の美しさには、形態性とデザイン性という

視覚的な因子が強い影響力を示す。美しさとは見た目の

形、装飾や模様から判断されると捉えられる。 
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 【表-3】枯山水の美しさを説明する重回帰モデル 

 

従属変数： 美しさ 標準偏回帰係数 ｔ値 F検定結果
独立変数： 形態性因子 0.331 6.23 **

親和性因子 -0.248 -4.79 **
想像性因子 0.18 3.42 **

デザイン性因子 0.332 6.23 **
n=238 R=.605 R2=.366 ** P<.01  

 

 同様に、因子分析の結果得られた 4 因子を独立変数と

し従属変数を自然性「自然な－人工的な」印象とし自然

性評価の構造を調べた。 

 自然性の構造については、決定係数R2＝.260 のもとに

有意であり、枯山水庭園の自然性の要因として説明する

ことができる。各因子の説明力を標準偏回帰係数にみる

と、『想像性因子』が 0.452 と強い影響が示され、ついで

『形態性因子』が0.216と高い係数を示した。 

 枯山水庭園の景観要素の形から見た目により直接的に

感じられる形態的因子の影響も見受けられる一方で、間

接的に「潤い」、「開放性」や「厳しさ」といった印象が

強く関わることが示される。 

 これは、見立てにより象徴される蓬莱山、崖、滝や海

原などの厳しい自然が広がりを持って想像されることが

影響するのではないかと考えられる。白砂などの乾いた

要素からも水にかかわる潤いが想像されることの結果ゆ

え、自然性の評価に影響するのではないかと考えられる。

直接知覚だけではなく、イマジネーションにより補われ

る自然要素であると捉えられる。 

 

【表-4】枯山水の自然性を説明する重回帰モデル 

従属変数： 美しさ 標準偏回帰係数 ｔ値 F検定結果
独立変数： 形態性因子 0.216 3.745 **

親和性因子 -0.064 -1.111 -
想像性因子 0.452 7.875 **

デザイン性因子 -0.016 -0.27 -
n=235 R=.510 R2=.260 ** P<.01  

 

以上、多様な尺度による枯山水庭園の総合的な評価に

ついて検討した。指標とした各印象尺度と景観要素の面

積との関係については、相関関係がみられなかった。同

じ枯山水庭園という状況差の中では、緑、白砂、石組み

の比率が多少異なることで各印象が変化するほどの違い

はみられないと考えられる。総合的評価となり得やすい

美的評価と景観要素の面積との間に有意な違いがみられ

なかったことと同様に、自然性の評価も景観面積とは関

係がみられない。景観要素の緑は自然要素であるが、景

観面積を多く占めても自然性が高い印象にはつながらな

いことが示される。白砂の面積と潤いの印象も有意な関

係は認められない。白砂が直接水域を表現しているから

といっても、それを自然性の評価に対し量的に捉えるわ

けではない。景観要素の量的判断により評価を行ってい

るのではなく、知覚により直接得られる自然要素ではな

く、他の景観要素等によって間接的にそこに見立てられ

た自然が、自然性の評価として認識されている可能性が

ある。 

(2) 属性と印象との関係 
 庭園の印象に関する個人属性の違いについて検討する。

属性の違いについては、庭園に関する興味の度合いと性

別、年齢をとりあげる。庭園の印象を測る指標として用

いた評価尺度と属性との関係を相関分析にて調べた。 

 その結果、庭園に関する興味については、印象の評価

尺度「対称的な－非対称的な」との間に有意な関係が認

められた（R=.154*）。興味が高い人の方が興味がない人

に比べて対称的に捉えられている傾向が示される。その

他の評価尺度との関連は見られなかった。性別について

は、いずれの評価尺度とも関連は示されなかった。年齢

については、「鮮やかな－鮮やかでない」、「動的な－静的

な」、「対称的な－非対称的な」の 3 つの評価尺度との間

に有意な関係が認められた（鮮やかさ：R=-.180**、動的

静的：R=-.208**、対称性：R=-.138**）。年齢が高いほど

鮮やかに感じられ、動的に捉えられている。対称性に関

しては、年齢が高いほど対称的に捉えられているが、年

齢が高い人ほど庭園に関する興味も高いため、印象の差

違は興味の違いも影響しているものと考えられる。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

１．とても興味がある ２．やや興味がある ３．どちらともいえない

４．あまり興味がない ５．興味がない  
【図-7】庭園に関する興味の度合いと年齢層との関係 

 

 庭園に関する興味が高い人ほど対称的な印象を持つ傾

向が示されたが、枯山水庭園では、例えば、左側に石組

を右側に苔模様を配置したつくりとなっている。庭園を

構成する要素は左右の場所で異なるが、白砂の余白が水

域であるのに対して、石組と苔を島や陸域と捉えれば、

同類の対象物として認識できるため左右対称的と判断す

ることも可能となる。このように見方や仮想的な認識の

違いが、興味の度合いにより異なり、対称性の印象に違

いをもたらしたのではないかと推測される。 

 

3-3. 庭園から受けるイメージの分類 

 庭を見てイメージすること、思うことに関する自由記

述の回答より、仮想的な環境からどのような心情を得て

いるかを把握する。回答のサンプル数は 280 であり、テ

キストを分かち書きした単語の総数は 3501、抽出された

キーワード数は929、総処理文字数は6557 である。さら

に同一語の置換等の整理を行った。 
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  テキストを整理した結果として、サンプル度数が 5 以

上の頻出キーワードを図 8 に示す。最も頻出度の高いキ

ーワードは「庭園」であり42名が記述し、54回出現して

いた。ついで多いのは、「静か」、「落ち着く」である。こ

の雰囲気を示すキーワードと類似のものとして「穏やか」

や「ゆっくり」といったキーワードも出現頻度が高く、

枯山水庭園から受ける印象としてゆったりとして和む雰

囲気があると捉えられる。 

 

 また、「広い」、「厳しさ」のキーワードも上位にあげら

れるが、人工的に作られた空間的な制約のある枯山水庭

園には直接当てはまらない意味も記されている。広がり

や厳しさは、見立てられる大自然の想像によってもたら

されるイメージであると考えられる。同様に「海」、「水」、

「島」は表現される水域が関係するキーワードであり、

仮想上の環境がイメージされていると考えられる。「イメ

ージ」というワードも多くみられた。 

 庭園の評価にかかわるキーワードとして「良い」や「美

しい」も頻出している。「時間」のワードに関しては記述

内容をみると、前後に「ゆっくり」がつながることが多

く、印象としてゆっくりとした時間の流れを記した回答

が多くみられた。 
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【図-8】庭園を見てイメージされることの頻出キーワード 

 

つぎに、得られたキーワードを元に対応分析を行い、

得られた成分スコアを元に構成要素のクラスター化を行

った。その結果、11のクラスターが抽出された。 

 各クラスターを構成するキーワードより、それぞれの

クラスターの概念を検討したが、類似のキーワードも多

く明確なグルーピングは困難であった。ただし、主なグ

ルーピングの一例としては、「禅」、「日本的」や「非日常」

といった庭園の特徴を示す概念や「海や水」、「島、波」

といった想像上の空間を意味する概念などがあると解釈

された。また、「静けさ」、「ゆったり」といった空間から

受ける印象や心理的・精神的な状態を表している概念な

どがあると解釈された。クラスターを構成するワードと

しては、『自分』、『人生』、『生きる』なども含まれ、庭園

から想像したりイメージすることには、庭園から直接感

じられる知覚や間接的に想像される仮想的な環境のイメ

ージだけでなく、自分の人生や生きることの意味などに

かかわると思われる思いも含まれていると考えられる。 

 以上のクラスターの関係は図 9 に示すとおりであり、

ここに「庭園に関する興味の度合い」の 5 段階の違いを

重ね合わせると、興味の程度によりイメージされる内容

にも傾向があることが示唆された。興味の違いは、庭園

の鑑賞方法も異なり、そこからイメージされる環境や世

界にも差異が生じていると考えられる。 

 

 
【図-9】庭園に関する興味の度合いと庭園から受けるイメージ 

 

3-4. 主なイメージと景観要素との関係 

 記載された言及内容には、「静のイメージ」、「落ち着く

イメージ」が多くみられた。また、枯山水庭園は水を用

いずに水をイメージさせることから「水のイメージ」に

関する記述が比較的多いことも特徴的であると考えられ

る。 

 そこで、キーワードに「静か」「落ち着く」「水」が含

まれている回答にとどまらず、類似のキーワードを含め

どの程度の割合が言及しているのかを調べた。 

 「静のイメージ」は静寂、静けさなど、自分の心の状

態ではなく環境に対する静けさを言及したものをカウン

トした。同様に「落ち着く」とは、心が落ち着く、穏や

かになる、静まる、いやされる、やすらぐ、など、自分

の気持ちが安定する状態を表現している回答である。ま

た、「水のイメージ」とは、海や川、清流などの水の存在

を想像する内容を示す。 

 その結果、「静のイメージ」は 36 の書き込みがみられ

回答者の 12.9％が言及していた。内容としては、枯山水

庭園の物理的な静寂さや静けさなどにふれたものが多く

みられた。「落ち着く」は 64 の書き込みがみられ回答者

の 22.9％にあたる。心が落ち着く、穏やかになる、静ま

る、いやされる、やすらぐ、など、自分の気持ちが安定

する気持ちを表現していた。「水のイメージ」は 32 の書

き込みがみられ9.2％にあたる。海や水の流れを想像する

ことを示す記述が多くみられた。 

 5 カ所の枯山水庭園によって、「静のイメージ」、「落ち

着くイメージ」、「水のイメージ」が言及された割合は異

なる。庭園内の景観の特徴がこれらのイメージに影響を
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 もたらしている可能性があるため、3－1 において調べた

景観要素の占有率と言及割合との関係を相関分析にて検

討した。 

 その結果、「静のイメージ」と「落ち着くイメージ」に

関しては緑、白砂、石組のいずれの景観要素の占有率と

も有意な関係が認められなかった。しかし、「水のイメー

ジ」に関しては、緑と白砂の占有面積の割合と有意な関

係が認められた（緑：R=-.923*、白砂：R=.861*）。「水の

イメージ」の言及率と景観内に占める白砂の割合との関

係を図10に示す。水のイメージにおいては、仮想的に水

域を表現する白砂の割合が多いほどその存在も想像され

やすいと考えられる。5カ所の枯山水庭園の特徴をみると、

「水のイメージ」の言及の多い東福寺と建仁寺の景観特

徴としては、白砂で岩や苔が囲まれた『島』の存在があ

げられる。他の 3 庭園には岩組の立地場所が苔により連

続している等、白砂に独立して囲まれる状態が見られな

かった。以上より、『島』の有無が海等の水域を想像する

ことを促すことも考えられる。 
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【図-10】水のイメージに関する言及率と 

景観内の白砂の占有率との関係 

 

 庭園数が5箇所と少ない比較対象になるが、「水のイメ

ージ」には、白砂にひかれた波の模様が影響すると考え

られる。5箇所のうち模様のない2箇所は「水のイメージ」

に関する言及が 4.4％と 7.7％と低いが、模様のある 3 箇

所は、20.3％、14.8％、8.1％と模様のない庭園と比較し高

い割合を示した。 

 

4. まとめ 

 本研究は、枯山水庭園の景観要素の特徴を把握すると

ともに印象構造を明らかにした。 

 景観要素については、緑、白砂、石組の 3 種類の面積

比を測定し、波紋を分類し、印象へのかかわりを検討し

た。枯山水庭園の印象構造については、視覚的な形態、

デザインや場の雰囲気に加え、鑑賞することで見立てら

れる環境が印象に関与していることが示唆された。庭園

は限られた狭い空間であるにもかかわらず、広がりや大

自然の厳しさが感じられ、水のない空間内に潤いを感じ

られるなどの想像がもたらされていると考えられる。庭

からイメージされる内容についても、回答された記述内

容には、静かさのイメージや水のイメージが多く見られ

た。 

 これらは、縮尺された日本庭園の基本的特徴に加え、

枯山水庭園は抽象性が高い表現を持つとされ、「究極の静

けさ」や「無限大」といった具体的な対象のない景色を

も表現しているためと考えられる。 

庭園様式や作庭手法が鑑賞者に与える影響については、

枯山水庭園の様式では、知覚や視覚情報に加え、見立て

などの想像性を必要としており、鑑賞者に素養が必要と

されていることが示されている。素養のかかわりに関し

ては、庭園への興味の程度を指標に検討した。興味の度

合いにより、印象の評価尺度の一部に差異がみられ、庭

園に関する知識や見方によりもたらされる印象にも違い

が生じると考えられる。 

 知覚により直接得られる自然だけではなく、景観要素

等によって間接的にそこに見立てられた自然は、人々が

主体的に想像することで認識されている可能性がある。

環境を知覚することによって、そこにはない仮想の環境

を知覚することを示すものであり、枯山水庭園において

は物理的に存在する環境要因だけでなく、人間の想像を

活用した仮想の環境要因も相互に自己の印象や内面に影

響を及ぼす。 

 仮想の自然と印象との関係を明らかにすることは、

人々にとっての自然らしさとは何かを解明することにつ

ながると考えられる。したがって、大自然に抱く共通の

本質的要素を抜き出すために、どのような部分を省きあ

るいは簡略化し、逆にどのような特徴を強調しているか

の示唆を得ることができる。今後は、想像される環境の

景観要素との関係を詳細に調べ、身体的感覚との関係な

ども明らかにする必要がある。 

 本研究における景観要素の分析では、ある特定の視点

場から庭園の写真を測定することで定義した。しかし、

庭園の大きさや形によって、景観の見え方は異なる。ま

た、視点場は一つのポイントだけではない。今後、多様

な見方に対応した客観的な測定方法を確立する必要があ

る。また、人々の視覚は、一部を注視したり遠くのもの

にもフォーカスをあてるような見方がなされる。全体が

一様に見えるのではなく、色鮮やかな対象に視線が誘引

されやすい。したがって、そうした環境要因を検討し、

さらには人それぞれの興味の対象などの影響についても

考えていく必要がある。 
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